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１．18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）   

(1) 経営成績 
 売 上 高     営業利益又は営業損失(△) 経常利益又は経常損失(△)

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

18年９月中間期 
17年９月中間期 

1,103   （ 9.9）
1,003  （ 5.2）

△383   （―）
△102   （―）

△333   （―）
△116   （―）

18年３月期 3,144      548      567      
 
 

中間(当期)純利益又は 
中間純損失(△) 

１株当たり     
中間(当期)純利益又は  
１株当たり中間純損失(△)

 百万円    ％ 円   銭

18年９月中間期 
17年９月中間期 

△191   （―） 
△72   （―） 

△204    59 
△79   26 

18年３月期 316       314   59 

 
 

 (注)①期中平均株式数 18年9月中間期 934,570株  17年9月中間期 921,011株  18年3月期 927,570株 
    ②会計処理の方法の変更   無 
     ③売上高、営業利益、経常利益、中間純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 
(2)財政状態 
 総 資 産     純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円   銭

18年９月中間期 
17年９月中間期 

17,052   
16,906   

15,817  
15,719  

92.8  
93.0  

16,916  35 
16,827  90 

18年３月期 17,855   16,131  90.3  17,235  07 
 (注)①期末発行済株式数  18年９月中間期 935,067株 17年９月中間期 934,117株 18年３月期 934,542株 
   ②期末自己株式数   18年９月中間期    ―株 17年９月中間期   ―株 18年３月期    ―株 
   ③平成17年９月中間期及び平成18年３月期につきましては、従来の「株主資本」を「純資産」の欄に、「株主資本

比率」を「自己資本比率」の欄に、「１株当たり株主資本」を「１株当たり純資産」の欄に記載しております。 
 
２．19年３月期の業績予想(平成18年４月１日～平成19年３月31日) 

 売 上 高     経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通   期 1,800   0  40  

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 42円 78銭 
 
３．配当状況 
・現金配当 1株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

18年３月期    0.00 100.00 100.00 

19年３月期（実績） 0.00 ― 

19年３月期（予想）  ― 100.00 
100.00 

(注)  上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実
な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因
によって大きく異なる可能性があります。 
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４. 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

 

  
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金   5,394,296 5,667,798  4,377,524

２ 売掛金 

３ 商品 

  

918,850

―

695,249

295,448

 

895,221

170,000

４ 仕掛品   369,110 250,361  175,296

５ その他 

貸倒引当金 

※３

 

 

655,692

―

776,376

△39,140

 

1,809,243

△20,433

流動資産合計   7,337,949 43.4 7,646,093 44.8  7,406,852 41.5

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 

（1）建物 

 

※１

 

― 892,602

 

719,120

(2) 土地   366,756 366,756  366,756

(3) その他 ※１  636,087 112,956  103,995

有形固定資産合計   1,002,844 5.9 1,372,315 8.1  1,189,872 6.7

２ 無形固定資産   5,421 0.0 157,770 0.9  119,691 0.7

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券   1,152,335 1,827,751  1,642,327

(2) 関係会社株式   2,332,446 2,407,346  2,402,446

(3) 関係会社 
  長期貸付金 

  4,220,000 2,459,782  4,100,000

(4) その他   855,964 1,181,396  994,304

投資その他の 
資産合計 

  8,560,745 50.7 7,876,275 46.2  9,139,078 51.1

固定資産合計   9,569,011 56.6 9,406,361 55.2  10,448,642 58.5

資産合計   16,906,960 100.0 17,052,455 100.0  17,855,495 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金   32,005 52,992  250,717

２ 未払法人税等   18,577 18,225  353,539

３ 前受金   632,394 447,115  244,591

４ 預り金   214,191 377,899  424,372

５ 賞与引当金 

６ 役員賞与引当金 

  

14,403

―

―

12,100

 

5,884

―

７ その他   53,361 67,471  207,932

流動負債合計   964,935 5.7 975,804 5.7  1,487,039 8.4

Ⅱ 固定負債    

１ その他   222,794 258,728  236,559

固定負債合計   222,794 1.3 258,728 1.5  236,559 1.3

負債合計   1,187,730 7.0 1,234,532 7.2  1,723,598 9.7

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   6,278,724 37.1 ― ―  6,281,923 35.2

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  7,569,724 ― 7,572,923 

資本剰余金合計   7,569,724 44.8 ― ―  7,572,923 42.4

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  4,750 ― 4,750 

２ 中間(当期) 
  未処分利益 

 1,867,214 ― 2,257,011 

利益剰余金合計   1,871,964 11.1 ― ―  2,261,761 12.6

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  △1,183 △0.0 ― ―  15,286 0.1

資本合計   15,719,230 93.0 ― ―  16,131,896 90.3

負債・資本合計   16,906,960 100.0 ― ―  17,855,495 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   ― 6,285,875 36.9  ―

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  ― 7,576,875 ― 

資本剰余金合計   ― 7,576,875 44.4  ―

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  ― 4,750 ― 

(2) その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  ― 1,947,354 ― 

利益剰余金合計   ― 1,952,104 11.5  ―

株主資本合計   ― 15,814,855 92.8  ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― 3,066  ―

評価・換算差額等 
合計 

  ― 3,066 0.0  ―

純資産合計   ― 15,817,922 92.8  ―

負債純資産合計   ― 17,052,455 100.0  ―
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② 【中間損益計算書】 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   1,003,637 100.0 1,103,155 100.0  3,144,725 100.0

Ⅱ 売上原価   600,528 59.9 835,242 75.7  1,539,697 48.9

売上総利益   403,109 40.1 267,913 24.3  1,605,027 51.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費   506,032 50.4 651,868 59.1  1,056,694 33.6

営業利益 
又は営業損失（△） 

  △102,922 △10.3 △383,954 △34.8  548,333 17.5

Ⅳ 営業外収益 ※１  46,118 4.6 52,483 4.8  82,544 2.6

Ⅴ 営業外費用 ※２  59,457 5.9 2,202 0.2  62,948 2.0

経常利益 
又は経常損失（△） 

  △116,262 △11.6 △333,672 △30.2  567,930 18.1

Ⅵ 特別利益 ※３  ― ― 961 0.1  10,471 0.3

Ⅶ 特別損失 ※４  ― ― 190 0.0  ― ―

税引前中間(当期) 
純利益又は税引前中
間純損失（△） 

  △116,262 △11.6 △332,900 △30.1  578,401 18.4

法人税、住民税 
及び事業税 
 

 1,029 3,736 333,647 

過年度法人税等  ― △97,621 ― 

法人税等調整額  △44,293 △43,264 △4.3 △47,812 △141,697 12.8 △72,046 261,601 8.3

中間(当期)純利益 
又 は 中 間 純 損 失
（△） 

  △72,997 △7.3 △191,203 △17.3  316,800 10.1

前期繰越利益   1,940,211  1,940,211

中間(当期)未処分 
利益 

  1,867,214  2,257,011
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③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(千円) 6,281,923 7,572,923 7,572,923

中間会計期間中の変動額 

 新株の発行 3,951 3,951 3,951

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

3,951 3,951 3,951

平成18年９月30日残高(千円) 6,285,875 7,576,875 7,576,875

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

利益準備金 
繰越利益剰余金 

利益剰余金合計 
株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) 4,750 2,257,011 2,261,761 16,116,609

中間会計期間中の変動額  

 新株の発行  7,903

 剰余金の配当 △93,454 △93,454 △93,454

役員賞与 △25,000 △25,000 △25,000

 中間純利益 △191,203 △191,203 △191,203

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△309,657 △309,657 △301,754

平成18年９月30日残高(千円) 4,750 1,947,354 1,952,104 15,814,855

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 15,286 15,286 16,131,896

中間会計期間中の変動額 

 新株の発行 7,903

 剰余金の配当 △93,454

役員賞与 △25,000

 中間純利益 △191,203

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△12,220 △12,220 △12,220

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△12,220 △12,220 △313,974

平成18年９月30日残高(千円) 3,066 3,066 15,817,922
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券  

  ① 子会社株式及び関連会社株

式 

     移動平均法による原価法

によっております。 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  ① 子会社株式及び関連会社株

式 

同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  ① 子会社株式及び関連会社株

式 

同左 

  ② その他有価証券 

    時価のあるもの 

     中間会計期間末日の市場

価格等に基づく時価法によ

っております。(評価差額

は、全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定) 

  ② その他有価証券 

    時価のあるもの 

     中間会計期間末日の市場

価格等に基づく時価法によ

っております。(評価差額

は、全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動

平均法により算定) 

  ② その他有価証券 

    時価のあるもの 

     決算期末日の市場価格等

に基づく時価法によってお

ります。(評価差額は、全

部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定) 

    時価のないもの 

     移動平均法による原価法

によっております。 

    時価のないもの 

同左 

    時価のないもの 

同左 

 (2) たな卸資産 

    ――――― 

 

仕掛品 

    個別法による原価法によっ

ております。 

 (2) たな卸資産 

   商品 

    個別法による原価法によっ

ております。 

   仕掛品 

       同左 

 (2) たな卸資産 

   商品 

       同左 

 

仕掛品 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

   定額法を採用しております。 

   なお、耐用年数及び残存価額

については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によってお

ります。 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

同左 

なお、主な耐用年数は、以下

の通りであります。 

   建物       ３～22年

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

同左 

なお、耐用年数及び残存価額

については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によってお

ります。 

 (2) 無形固定資産 

   定額法を採用しております。 

 (2) 無形固定資産 

同左 

なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における見込利

用可能期間(５年)、販売用ソフト

ウェアについては、見込販売可能

期間（３年）に基づく定額法によ

っております。 

 (2) 無形固定資産 

同左 

 

 (3) 長期前払費用 

   均等償却によっております。 

 (3) 長期前払費用 

同左 

 (3) 長期前払費用 

同左 
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前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収の可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上することとし

ております。 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収の可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しておりま

す。 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

   従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込

額のうち当中間会計期間負担分

を計上しております。 

 

――――― 

 (2) 賞与引当金 

同左 

 

 

 

 (3) 役員賞与引当金 

   役員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、当事業年

度における支給見込額に基づ

き、当中間会計期間に見合う

分を計上しております。 

（会計方針の変更） 

   当中間会計期間から「役員賞

与に関する会計基準」（企業

会計基準委員会 平成17年11

月29日 企業会計基準第４

号）を適用しております。 

   この結果、従来の方法に比べ

て、営業損失、経常損失及び

税引前中間純損失が、12,100

千円増加しております。 

 (2) 賞与引当金 

   従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込

額のうち当期負担分を計上して

おります。 

 

――――― 

４ リース取引の処理方法 

  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

４ リース取引の処理方法 

同左 

４ リース取引の処理方法 

同左 

５ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

 (1) 収益の計上基準 

   ＳＭＯ事業収入は、治験症例

単位ごとの業務終了に基づく検

収基準により計上しておりま

す。なお、治験症例組入前の業

務と治験症例組入後の業務とが

区分されている契約について

は、治験症例単位ごとにそれぞ

れの業務終了に基づく検収基準

により、ＳＭＯ事業収入を計上

しております。 

５ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

 (1) 収益の計上基準 

同左 

５ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

 (1) 収益の計上基準 

同左 

 (2) 消費税等の会計処理 

   消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によっており

ます。 

 (2) 消費税等の会計処理 

同左 

 (2) 消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理の変更 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間会計期間から「固定資産の

減損に係る会計基準」(「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」(企業会計審議会 平成14

年8月9日))及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会 平成15年10月31日 

企業会計基準適用指針第6号）を適

用しております。 

これによる損益に与える影響はあ

りません。 

――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日企業会計基準第５号）及

び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はあ

りません。 

なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する額は15,817,922千円であ

ります。 

中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間財

務諸表は、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。 

（固定資産の減損に係る会計基準）

当事業年度から「固定資産の減損に

係る会計基準」(「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」(企業会計審議会 平成14年8月9

日))及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準

委員会 平成15年10月31日 企業会計

基準適用指針第6号）を適用してお

ります。 

これによる損益に与える影響はあ

りません。 

――――― 
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表示方法の変更 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

（中間貸借対照表） 

「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年

法律第97号）が、平成16年６月９日に公布され、平成

16年12月１日より適用となり、「金融商品会計に関す

る実務指針」（会計制度委員会報告第14号）が平成17

年２月15日付で改正されたことに伴い、当中間会計期

間から投資事業有限責任組合及びそれに類する組合へ

の出資（証券取引法第２条第２項により有価証券とみ

なされるもの）を投資有価証券として表示する方法に

変更いたしました。 

 なお、当中間会計期間の投資有価証券に含まれる当該

出資の額は、193,447千円であります。 

 

 前中間会計期間において投資その他の資産の「その

他」に含めて表示しておりました「関係会社株式」（前

中間会計期間43,531千円）については、資産総額の100

分の５超となったため、当中間会計期間より区分掲記し

ております。 

 

（中間貸借対照表） 

前中間会計期間において有形固定資産の「その他」

に含めて表示しておりました「建物」（前中間会計期

間454,281千円）については、資産総額の100分の５超

となったため、当中間会計期間より区分掲記しており

ます。 

 

 

  

前中間会計期間において独立科目で掲記していた長

期前払費用（当中間会計期間末411,394千円）は、資産

総額の100分の５以下となったため、投資その他の資産

の「その他」に含めて表示しております。 

 

 

 

 

 

前中間会計期間において独立科目で掲記していた敷

金・保証金（当中間会計期間末385,691千円）は、資産

総額の100分の５以下となったため、投資その他の資産

の「その他」に含めて表示しております。 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 減価償却累計額 

    有形固定資産 77,443千円
 

※１ 減価償却累計額 

    有形固定資産 131,405千円
 

※１ 減価償却累計額 

    有形固定資産 100,696千円
 

 ２ 偶発債務 

保 金 内証先  額  容 

内田 叔宏 873,200千円
リ

・

ース債務 

借入債務 

㈱
メ
アイロム
ディック 

800,000千円 借入債務 

㈱
薬
ヒノミ 

1,
品 

265,000千円 借入債務 

計 2, ― 938,200千円  
 

 ２ 偶発債務 

保 金 内証先  額  容 

㈱アイロム
ディック

4,
メ

800,000千円 借入債務

㈱

ロ

アイロム

ハス 
1,395,000千円 借入債務

㈱

ド
7

テン・

ラッグ
79,000千円 借入債務

㈱

ー

ブルーマ

キュリー
297,000千円 借入債務

医

団

ァ

療法人社

メディフ

 

1,238,200千円リース債務

内田 叔宏 871,039千円
リ

・

ース債務

借入債務

計 9, ― 380,239千円  
 

 ２ 偶発債務 

保 金 内証先  額  容 

㈱
メ
アイロム
ディック 

950,000千円 借入債務

㈱

ロ

アイロム

ハス 
1,165,000千円 借入債務

㈱

ド

テン・

ラッグ
779,000千円 借入債務

㈱

ー

ブルーマ

キュリー 
300,000千円 借入債務

医

団

ァ

療法人社

メディフ

 

1,131,820千円リース債務

内田 叔宏 892,371千円
リ

・

ース債務

借入債務

計 5, ― 418,191千円  
 

※３ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動資産のそ

の他に含めて表示しておりま

す。 

※３ 消費税等の取扱い 

同左 

※３    ――――― 
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(中間損益計算書関係) 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 25,062千円

有価証券利息 1,720千円

受取配当金 11,549千円
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 41,045千円

有価証券利息 2,244千円

受取配当金 4,159千円

為替差益 224千円
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 59,810千円

有価証券利息 3,300千円

為替差益 2,779千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払手数料 3,994千円

新株発行費 52,006千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払手数料 1,209千円

 
 

※２ 営業外費用の主要項目 

新株発行費 52,006千円
 

※３    ――――― ※３ 特別利益の主要項目 

固定資産 
売却益 

961千円
 

※３ 特別利益の主要項目 

固定資産 
売却益 

3,471千円

子会社株式 
売
 
却益 

千円7,000千円
 

※４    ――――― ※４ 特別損失の主要項目 

固定資産 
除却損 

190千円
 

※４    ――――― 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 20,010千円

無形固定資産 15千円
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 36,642千円

無形固定資産 15千円
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 44,368千円

無形固定資産 31千円
 

 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） ― ― ―  ― 
 
  

(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成17年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

 

当中間会計期間末(平成18年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

 

前事業年度末(平成18年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 
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(１株当たり情報) 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 
16,827円
90銭

 
１株当たり純資産額

16,916円
35銭

 
１株当たり純資産額 

17,235円
07銭

 
１株当たり中間純損失 

79円
26銭

 
１株当たり中間純損失

204円
59銭

 
１株当たり当期純利益 

314円
59銭

 
なお、潜在株式調整後1株当たり中

間純利益については、新株予約権残

高を有しておりますが、1株当たり

中間純損失であるため記載しており

ません。 
 

なお、潜在株式調整後1株当たり中

間純利益については、新株予約権残

高を有しておりますが、1株当たり

中間純損失であるため記載しており

ません。 
 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

300円

74銭

 

(注) １株当たり中間(当期)純利益又は中間純損失および潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定

上の基礎は、次のとおりであります。 
 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

中間損益計算書（損益計算
書）上の中間(当期)純利益
又は中間純損失（△） 

△72,997千円 △191,203千円 316,800千円

普通株主に帰属しない金額 
(うち利益処分による役員 
賞与金) 

―千円
( ―千円)

―千円
(  ―千円)

25,000千円
(25,000千円)

普通株式に係る中間(当期) 
純利益又は中間純損失
（△） 

△72,997千円 △191,203千円 291,800千円

期中平均株式数 921,011株 934,570株 927,570株

潜在株式調整後1株当たり
中間(当期)純利益の算定に
用いられた普通株式増加数
の主要な内訳  

新株予約権 ――――― ――――― 42,720株

普通株式増加数 ――――― ――――― 42,720株

希薄化効果を有しないた
め、潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益の算
定に含めなかった潜在株式
の概要 

新株予約権の数9,957
個。 

新株予約権の数9,933
個。 

――――― 
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(重要な後発事象) 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――――― 

  

 

（持株会社体制への移行） 

当社は、平成18年５月19日開催の

取締役会において、平成18年10月１

日付にて株式会社アイロムホールデ

ィングスに商号変更し、平成18年10

月２日を期して会社分割により持株

会社体制へ移行するために、当社の

SMO事業を新たに設立する「株式会

社アイロム」に承継（新設分割）す

ること、また当社のメディカルサポ

ート事業を当社の100％出資子会社

である株式会社アイロムメディック

に承継（吸収分割）することを決議

し、平成18年６月28日開催の第９回

定時株主総会において承認可決され

ましたので、平成18年10月２日をも

って、当社の会社分割を実施いたし

ました。 

会社分割の概要は、次のとおり

であります。 

(1) 持株会社体制移行の目的 

アイロムグループは現在、人々

の健康維持及びより良い生活環境

への貢献を目的として臨床試験の

みにとどまらず、積極的なＭ＆Ａ

により、ヘルスケアの分野全体を

対象としたサービス拡大に努めて

おります。 

昨今の医療制度改革を受けて健

康や病気予防への関心が高まりを

見せる中、生活者一人一人のニー

ズに適確かつ迅速に対応した事業

の拡充を図り、人々の健康維持を

支えるマーケットを創造するため

には、新たな経営体制への再編が

有効であるとの判断のもと、当社

は持株会社体制へ移行することと

いたしました。 

新体制では、グループ全体の経

営戦略・意思決定機能とグループ

各社の経営管理・事業執行機能と

が明確に分離されることで、経営

資源の効率的な分配および機動的

かつ弾力的な意思決定が可能とな

り、強固な経営基盤が創出される

と共に各事業の成長が加速される

ものと考えております。さらに、

アイロムホールディングスを中心

としたグループ全体の連携を強化

することによって横断的なシナジ

ー効果を最大限に発揮し、グルー

プ企業価値の極大化を図る方針で 

（持株会社体制への移行） 

当社は、平成18年５月19日開催の

取締役会において、平成18年10月１

日付にて株式会社アイロムホールデ

ィングスに商号変更し、平成18年10

月２日を期して会社分割により持株

会社体制へ移行するために、当社の

SMO事業を新たに設立する「株式会

社アイロム」に承継（新設分割）す

ること、また当社のメディカルサポ

ート事業を当社の100％出資子会社

である株式会社アイロムメディック

に承継（吸収分割）することを決議

し、平成18年６月28日開催の第９回

定時株主総会において承認可決され

ました。 

会社分割の概要は、次のとおりで

あります。 

(1) 持株会社体制移行の目的 

アイロムグループは現在、人々

の健康維持及びより良い生活環境

への貢献を目的として、臨床試験

のみにとどまらず、積極的なＭ＆

Ａにより、ヘルスケアの分野全体

を対象としたサービスの拡大に努

めております。 

昨今の医療制度改革を受けて健

康や病気予防への関心が高まりを

見せる中、生活者一人一人のニー

ズに適確かつ迅速に対応した事業

の拡充を図り、人々の健康維持を

支えるマーケットを創造するため

には、新たな経営体制への再編が

有効であるとの判断のもと、当社

は持株会社体制へ移行することと

いたしました。 

新体制では、グループ全体の経

営戦略・意思決定機能とグループ

各社の経営管理・事業執行機能と

が明確に分離されることで、経営

資源の効率的な分配および機動的

かつ弾力的な意思決定が可能とな

り、強固な経営基盤が創出される

と共に各事業の成長が加速される

ものと考えております。さらに、

アイロムホールディングスを中心

としたグループ全体の連携を強化

することによって横断的なシナジ

ー効果を最大限に発揮し、グルー

プ企業価値の極大化を図る方針で

あります。  

今後も生活者主体の医療環境作
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前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 

  

 

 あります。 

今後も生活者主体の医療環境作

りに貢献する統合医療サポート企

業として、幅広い視野で新たなサ

ービスを切り拓いてまいります。 

(2) ＳＭＯ事業の会社分割（新設分

割）の要旨 

①分割期日   平成18年10月2日

②会社分割方式 当社を分割会社

とし、新設した

「株式会社アイ

ロム」を承継会

社とする新設分

割といたしまし

た。     

③新設会社が承継する権利義務の

内容 

本件分割において、新設会社が

当社から承継する権利義務は、 

分割期日の前日における、ＳＭＯ

事業に属する資産、債務、雇用契

約その他の権利義務といたしまし

た。なお、本件分割後も、当社は

新設会社に承継される債務全てに

ついて引き続き新設会社と連帯し

て債務を負担いたします。 

④分割する事業 ＳＭＯ事業の一切

の内容  

⑤ＳＭＯ事業の売上高 

2,705,216千円（平成18年３月期）

 (3) メディカルサポート事業の会社

分割（吸収分割）の要旨 

①分割期日   平成18年10月1日

②会社分割方式 当社を分割会社と

し、株式会社アイ

ロムメディックを

承継会社とする吸

収分割といたしま

した。 

③承継会社が承継する権利義務の内

容 

本件分割において、承継会社が

当社から承継する権利義務は、分

割期日の前日における、メディカ

ルサポート事業に属する資産・債

務、雇用契約その他の権利義務と

いたしました。 

なお、本件分割後も、当社は承

継会社に承継される債務全てにつ

いて引き続き承継会社と連帯して

債務を負担いたします。 

④分割する事業 メディカルサポー

の内容     ト事業の一切 

⑤メディカルサポート事業の売上高

   439,509千円（平成18年３月期）

りに貢献する統合医療サポート企

業として、幅広い視野で新たなサ

ービスを切り拓いてまいります。

(2) ＳＭＯ事業の会社分割（新設分

割）の要旨 

①分割期日 平成18年10月２日

（予定） 

②会社分割方式 当社を分割会社

とし、新設する

「株式会社アイ

ロム」を承継会

社とする新設分

割といたしま

す。 

③新設会社が承継する権利義務の

内容 

本件分割において、新設会社

が当社から承継する権利義務

は、平成18年３月31日現在の計

算を基礎として、これに分割登

記の前日までの増減を加除し

た、ＳＭＯ事業に属する資産、

債務、雇用契約その他の権利義

務とします。なお、本件分割後

も、当社は新設会社に承継され

る債務全てについて引き続き新

設会社と連帯して債務を負担い

たします。 

④分割する事業 ＳＭＯ事業の一切

の内容       

⑤ＳＭＯ事業の売上高 

2,705,216千円（平成18年３月期）

 (3) メディカルサポート事業の会社

分割（吸収分割）の要旨 

①分割期日  平成18年10月1日

（予定） 

②会社分割方式 当社を分割会社と

し、株式会社アイ

ロムメディックを

承継会社とする吸

収分割といたしま

す。 

③承継会社が承継する権利義務の内

容 

本件分割において、承継会社が

当社から承継する権利義務は、平

成18年3月31日現在の計算を基礎

として、これに分割期日の前日ま

での増減を加除した、メディカル

サポート事業に属する資産・債

務、雇用契約その他の権利義務と

します。 

なお、本件分割後も、当社は承

継会社に承継される債務全てにつ
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前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  

いて引き続き承継会社と連帯して

債務を負担いたします。 

④分割する事業 メディカルサポー

の内容     ト事業の一切  

⑤メディカルサポート事業の売上高

439,509千円（平成18年３月期）

(4) 分割当事会社の概要 
 平成18年

３月31日

現在 

平成18年

10月２日

（予定） 

平成18年

３月31日

現在 

(1)商号

 

株式会社 

アイロム 

（分割会

社） 

（株式会

社アイロ

ムホール

ディング

スに商号

変更予

定） 

株式会社 

アイロム

（新設会

社） 

 

株式会社

アイロム

メディッ

ク（承継

会社） 

 

(2)株主

資本 

16,131,896 

千円 
 

1,240,163 

千円 

241,260 

千円

 

(3)負債 1,723,598 

千円 
 

899,941 

 千円 

7,316,500 

千円

((4)総資産17,855,495 

千円 
 

2,140,104 

千円 
 

7,557,761 

千円

 

(5)従業

員数 

163 名 

 

約180 名 

 

－名 

（注）

 

（注）１株式会社アイロムメディッ

クは、役員のみであるため

従業員数は記載しておりま

せん。 
   ２上記の数字は予測値でありま

す。  

 


